
1年 算数科 「大きく とおくへ シャボン玉 LABO ～1年 長さ かさ～」 

算数科：笠原 知明 

▲ 「大きさくらべ」の子供の課題 

二つの異なるものを見て「大きい・小さい」と，量の大小を感覚的に捉えて

いる傾向にある。そのため，長さ（距離）「長い・短い」「高い・低い」「遠い・

近い」の違いを曖昧に表現する子供が多い。 

また，長さ，かさ，広さを扱う本単元では，三つの子供の意識がつながりにくい構成となり，教師が順に課

題を提示していくことが多く，子供の主体性に弱さが見られる傾向にある。 

▲ 算数科における「探究的な学び」の課題 

 

これまでの自実践を振り返ると，1 コマ毎の理解事項を系統的に定めて単元を進め，「算数・数学の問題発

見・解決の過程」の右半分のサイクルを回す過程で，数理手続きの習得を図ってきた。 

 一方で，答えが一つでないこれからの社会を歩む子供には，現実の世界を数学化し，主体的に探究し，最適

解を導く資質・能力が求められる。算数が得意な教師が特別な授業として【現実の世界】左半分のサイクルを

回すのではなく，九九の定着といった習得すべき内容は確実におさえつつ，本実践のような単元を積極的に取

り入れることが大切である。これを実現するためには【現実の世界】のサイクルを回す際に系統性を遵守する

あまりに「算数？理科？どっち？」「◇年生の内容を超えている」と，子供の探究に制限をかけ過ぎてきた授

業観を見直し，コンテンツからコンピテンシーベースへの教師の変容が重要となる。 

 

 

★ 新研究「自ら動き出す子供」における算数科の授業とは？「オーセンティックな学習」の具現 

現実世界の算数・数学に関して，奈須正裕氏は「オーセンティックな学習」の重要性を挙げている。「従来

の授業では，その知識がどんな場面でも自在に扱えるようにとの配慮から，一切の文脈や状況を捨象し，一般

命題として抽出されたものを教えてきた。しかし，何らの文脈も状況も伴わない知識は，いわば取り付く島の

ないのっぺらぼうな知識であり，子供には無機質で形式的な手続きの習得と映ってしまう。（中略） 

現実の世界に存在する「本物の実践」に可能な限り文脈や状況を近づけて学びをデザインしてやれば，習得

された知識や技能も本物となり，現実の問題解決に生きて働くのではないか。これが，オーセンティックな

（authentic：真正の，本物の）学習の基本的考え方である。」としている。 



奈須氏の指摘と，その具体で挙げる「トマトの授業」は，長岡校園の新研究のねらいと合致する。算

数科では，これまでも大切にしてきたオーセンティックな学習を，よりブラッシュアップし，合科・横

断の視点も含め新研究における目指す子供の姿の具現に挑む。 

 

★ トマトの授業とは？ 

例えば，実際に売っているさまざまなトマトのパックを買ってきて，「どれが一番お

買い得か」を問う。算数の指導内容としては「単位量あたりの大きさ」であるが， 現

実のトマトはパックの個数によってサイズや品質等が微妙に異なり，そのままでは比べ

られない。現実の状況は，万事が算数の指導内容の都合に沿ってはくれないのである。 

しかし，このような状況がかえって何とか計算できないかとの切実感を子供に生み出し，

「グラム当たりなら比べられるんじゃないか」という着眼をもたらす契機となる。もち

ろん，この気付きの背後にはグラム当たりの表示を近所のスーパーで見た生活経験や，それを取り上げた社

会科学習が既に生きて働いている 

そして，この気付きを足場にグラム当たりで比べた後も，「でも LL と M では味が違うから，グラム当た

りの値打ちが同じとは言えない。だから，どっちがお得かはそれだけでは決められない」「うちは 4 人家族

だから，6 個パックだと余っちゃう。だから，うちとしては 4 個パックのほうがむしろお買い得」といっ

た意見が飛び出すのである。以前，この授業を紹介したところ，「これは算数の授業じゃない」と怒り出し

た人がいたが，算数を数理手続きの習得と考えているのであろう。もちろん，算数では数理手続きも学ぶが，

それ以上に重要なのが数理の意味であり，さらには数理のよさや適用条件，限界にまで学びを深めて初めて，

学んだ知識・技能としての数理は現実の問題解決に適切かつ個性的，創造的に生きて働く。 

 

★ 主張 

量の大小を感覚的に捉えている子供に，シャボン玉 LABOでねらいに合ったシャボン玉の作り方につ

いて話し合う活動を組織すれば，長さ，かさは，基準量を決めて数値化すると，遊びや生活に生かせる

ことを理解し，自分のねらいに合う最適解を導き出す姿が期待できる。 

 

手立て 

〇「願い」をもたせる手立て デザイン思考（下図）をもとにした探究テーマ「シャボン玉 LABO」の設定 

教科や行事という既成の「ものありき」から，デザイン

思考をもとに新 1 年生の願いや思いを大切にする「人あ

りき」で計画を見直そうとする子供に「シャボン玉 LABO」

を提示する。このことにより，遊びを数学化して学びを深

め，学びを遊びに生かしていく姿が期待できる。 

 

 

〇 「問い」をもたせる手立て －ねらいに合ったシャボン玉の作り方について話し合う活動の組織－ 

作りたいシャボン玉を探究していこうと意欲を高めてきた子供に，

個々のねらいに合ったシャボン液と型を考える場を設定する。このこ

とにより，長さ，かさは，基準量を決めて数値化すると，遊びや生活

に生かせること体験的に習得・活用する姿が期待できる。 



1年 1組 算数科学習活動案 
令和 3年 12月 17日（金）5限 13：30～（60分） 

指導者 笠原 知明 

1，単元名  「大きく とおくへ シャボン玉 LABO ～1年 ながさ かさ～」 

 

2，子供と単元 

(1)本単元で求める子供 

 本単元では「より大きく」「より遠くへ」といった自分が作りたいシャボン玉の作り方を考える。その

際，玉が飛んだ長さを直接比較や間接比較で比べたり，液の調合が基準量の幾つ分かを数値化したりし

て，量の大きさの比べ方を見出していく。このことにより，自分の作りたいものに合う最適解を導き出

す姿が期待できる。 

 

(2)単元の価値 

 本単元では，長さ，かさを考える。二つの異なるコップを見て「大きい，小さい」と，量の大小を感

覚的に捉えている子供が，身の回りにある量に関心をもって調べ，比べ方を見出すことは，2 学年以降

の普遍単位を用いた測定や数値化につながる価値がある。その際，新研究で大切にするデザイン思考を

もとに「ものありき」から「人ありき」で「新 1年生の不安を減らし，楽しみを増やす」という目的意

識を大切にする。このことにより，自分が作りたいものを探究する中で，遊びを数学化して学びを深め，

学びを遊びに生かす姿が期待できる。  

 本単元では，※長岡市地域おこし協力隊（以下，遊び博士）と連携し，シャボン玉作りを探究する。

「いのち」で，新 1年生が安心して入学できるよう 2月の体験入学で学校生活を伝えようと考える子供

は，教科の学習や行事の思い出を伝えようと計画する。一方で，一方向で伝えるより一緒に遊ぶ方がね

らいに合っていると考える子供も現れる。そこで，学習と遊びとをつなげられないかと思案する子供に，

※遊び博士の話を伺う場を設定する。その中で，教科や行事という既成の「ものありき」から，「附属小

は楽しいところかな？」という新 1 年生の期待を大切にする「人ありき」で計画を見直そうと考える。

そして，博士から提案された遊びと学習の要素を含めた「シャボン玉 LABO」に意欲を高めてきた子供は，

自分が作りたいシャボン玉を調べる。「人が入る大きさ」「割れずにより遠くへ」といったねらいをもっ

た子供はシャボン玉を試す中で，基準となる位置を決めて直接比較，間接比較，任意単位で長さを比較

したり，二つの入れ物にいっぱいに入れた液を第三の容器に移して調合を数値化したりして，ねらいに

合うものか確かめる。しかし，溶液の工夫だけでは限界があり，吹き具（以下，型）の工夫に目を向け，

再度，博士に相談したくなる子供たち。博士の助言を受けて新たな型を作るが，今度は型に合った溶液

の再考に迫られる。そこで，ねらいに合う溶液を探究し，作り方の配合を数値化し，2 月に向けて準備

を進めていく。このことにより，遊びを数学化して学びを深め，学びを遊びに生かす姿が期待できる。 

そこで，本単元の中核となる学習内容を以下のようにおさえた。 

長さ，かさは，基準量を決めて数値化すると，遊びや生活に生かせること 

 

(3)抽出児の捉え 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3，本単元における探究的な学び 

(1)算数科における「探究的な学び」の様相（心を動かしながら学ぶイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)本単元における「探究的な学び」の主な手立て 

〇 「願い」をもたせる手立て －デザイン思考をもとにした探究テーマ「シャボン玉 LABO」の設定－ 

教科や行事という既成の「ものありき」から，デザイン思考をもとに新 1年生の期待を大切にする

「人ありき」で計画を見直す子供に「シャボン玉 LABO」を提示する。このことにより，「より大きく」

「より遠くへ」と，遊びを数学化して学びを深め，学びを遊びに生かそうとする姿が期待できる。  

〇 「問い」をもたせる手立て －ねらいに合うシャボン玉の作り方について話し合う活動の組織－ 

シャボン玉を探究していこうと意欲を高めた子供に，個々のねらいに合うシャボン液と型を考える

場を設定する。小さな型に合うシャボン液，よりダイナミックな型作り，それに合う液の再考と学び

を深める中で，飛距離の比較，よりねらいに合うシャボン液の調合，その調合を再現できるよう数値

化しようとする際に問いが生まる。そして，問いの解決を通し，長さ，かさは，基準量を決めて数値

化すると，遊びや生活に生かせることを体験的に習得・活用する姿が期待できる。 

4，単元の目標 

「より大きく」「より遠くへ」といった自分のねらいに合ったシャボン液を探究する中で，長さ，かさ

は，基準量を決めて数値化すると，遊びや生活に生かせることを理解し，新 1年生の期待が膨らむシャ

ボン玉のレシピを作ることができる。 

 

対話 繰り返し 

没頭 思考 

願い 

問い 

帰納的・類推的な考えを働

かせ試行錯誤し，考えの妥

当性や有効性を確かめる姿 

互いの解決方法の妥当性や

有効性、関連性を練り上げ

る姿 

数学的な見方・考え方を働

かせた数学的活動を通し

て，筋道立てて考える姿 

直感や見通しを用いて，自

立的に思考・表現・判断を

連続させる姿 

願い：身の回りの事象や数学的事象を数理的に捉えて処理し，生活や学習に生かそうとする思い 

問い：既習や経験に基づく自分なりの知識や価値観から生まれてくる数学的な疑問 



5，単元の追求構想（本時７時間目/全９時間）  

 子供の学びの姿 留意点，学習内容の評価 

 

 

 

① 

 

 

② 

③ 

 

 

 

 

④ 

 

＜A児 T，Aさんの追求＞            ＜B児 Y，Sさんの追求＞ 

仲間の考えに傾聴しながら考える子 見通しをもった求め方を試しながら考える子 

1次 新 1年生のために作りたいシャボン玉を考えよう 

◎ 何を伝えると新 1年生がわくわくするか，遊び博士に聞いてみよう。 

年長さんでできない遊びを作り，伝えればよい

ことが分かった。シャボン玉 LABOをやろう。 

作りたいシャボン玉を研究して，その作り方を

伝えたらよい。どんなものを作ろうかな。 

・ 自分の作りたいシャボン玉を作り，ねらいに合ったものができたか確かめてみよう。 

大きなシャボン玉を作ろうと，最初は水と洗剤

を適当に混ぜてたけど，すぐに液がなくなるか

ら，カップ何杯としたら何度も同じ液ができ

た。これをみんなに紹介しよう。 

遠くに飛ぶシャボン玉を作ろうと，最初は紐を

何本も切って測っていたけれど，途中から縄跳

び何本分で比べると簡単だった。このことを，

1回目の LABO発表会でみんなに紹介しよう。 

・ 作りたいシャボン玉の作り方と，その確かめ方を紹介しよう。 

紐や縄跳びで長さ比べが簡単にできることが

分かったし，大きなシャボン玉は洗剤より水を

少なくするとよいみたいだ。これを生かして，

もっと大きな型で作ってみたい。 

カップ何杯で同じ液ができることが分かった

し，たくさんのシャボン玉を出すには洗剤より

水を多めにするとよい。これを生かして，遊び

博士ともっと大きな型を作ってみよう。 

 

【醸成活動】 

・2月の体験入学で，新 1年生に

伝えたいことを計画しておく。 

・学習と遊びとをつなげるため

に遊び博士に相談する活動の

組織 

・必要な液量や長さの比較に応

じ，直接，間接，任意単位へと

比較の仕方を変え，シャボン液

を試行錯誤する場の設定 

※4dL，1dL，10ｍLカップ使用 

・学んだ比較の仕方を発表し，

個々の学びを全体で回収・共有

する LABO発表会の組織 

※「よいシャボン玉」とは，空中

でなく，地面で割れるものと約

束する。 

 ２次 型とシャボン液を工夫し，自分の作りたいシャボン玉を作ろう 

・大きなシャボン玉ができる型と，スペシャルな型を博士と考えよう。 

すごい型ができた。大きなシャボン玉ができる

型に合う液を考えよう。 

大きな型ができた。洗剤と水の量を慎重に考え

れば，これに合う液ができそうだ。 

◎ 選んだカップで，型に合うレシピを考えよう。 

洗剤と水が何杯かをカードにまとめるこ

とができた。お客を呼んでシャボン玉を紹

介したい。 

レシピに，同じカップを使うと，何度でも

同じ液ができると書いた。シャボン玉パ

ーティーをやってみたい。 

 

 

・遊び博士と個々のねらいに合

った型と，共通の型を考える活

動の組織 

 

・水と洗剤の基準量を決め，調合

を試す活動の組織 

 

 

⑤ 

⑥ 

 

⑦ 

本

時 

 ３次 2月に向けて作り方をまとめよう。 

◎ 型やシャボン液の作り方を動画と手紙でまとめよう。 

作り方を 2月まで忘れないようにまとめること

ができた。体験入学が楽しみだ。 

作り方を遊び博士へ手紙にできた。遊び博士

と，もっと楽しい遊びを考えていこう。 

 

 

⑧ 

⑨ 

・2月に向けシャボン玉の作り方

をまとめる場の設定 

＊シャボン玉パークは他学級を

呼び「いのち」で実施。 

長さは，紐をあてたり，筆入れ何個分で測ったりするとよい。液はカップ何杯と数えて作るとよ

い。作りたいシャボン玉を作るために液の工夫だけでなく，型もパワーアップさせよう。 

型とシャボン液を工夫して作りたいシャボン玉ができたから，シャボン玉パークを開こう。 

シャボン液や型の作り方をまとめることができた。新一年生に伝えるのが楽しみだ。 



7,本時の計画（本時７／９時間）  

（１）主眼 

より大きなシャボン玉ができる型に合うシャボン液の作り方を探究する中で，遊び博士

の調合と自分たちの調合を比較するには，水と洗剤の基準量となるカップを同じものにし

て数値化すればよいことを理解し，ねらいに合うシャボン玉レシピを作ることができる。 

（２）展開の大要（６０分授業） 

過程 子供の学びの広がり・深まり 留意点， 
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＜A児  さんの追求＞       ＜B児  さんの追求＞ 

すごい型ができた。大きなシャボン玉

ができる型に合う液を考えよう。 

大きな型ができた。洗剤と水の量を慎重に

考えれば，これに合う液ができそうだ。 

A 

遊び博士と大きな型を作り，それに合うシャボン液を作ろうと意欲を高めている。 

二つの液を混ぜて，バブルマシーン 2 号に合うシャボン液を作りましょう。 

大きな型になったので，どの班も洗剤は 中カップ 2 杯とします。 

Ｔ1 バブルマシーン 2号に合うシャボン液を作るには，どうするとよいかな。 

水が何杯かを数えて記録していくと

よい。博士のアドバイスから洗剤より

水多めだから何杯入れるとよいかな。 

中カップを使って数えるとよい。洗剤

より水多めだから，まずは水を 2杯以

上入れて数えていこう。 

洗剤＜水と見通しをもち，液量を数値化して試していこうと意欲を高めてくる。 

◎ 選んだカップで，型に合うレシピを考えよう。 

Ｔ2 洗剤より水が多くなるように何杯入れたか記録を書いて試してましょう。 

ピッタリの液ができた。でも，博士の

レシピは，私たちのカップと違うもの

を使っているけど，私たちのレシピと

は違うのか確かめてみよう。 

大きな玉ができた。博士の１杯のカッ

プは，僕たちの中カップの何杯分かを

調べたら，同じレシピがあるか分かる

んじゃないかな。 

自分たちのレシピが完成し，2ｄLカップを使用した博士のレシピと比べ，自分た

ちのレシピの中で同じものがあるのか確かめたいと意欲を高めてくる。 

Ｔ3 博士のレシピと同じレシピがあるのか，どうやったら分かるかな。 

博士のカップ 1杯は，中カップ 2杯分

だから，同じかどうか分かった。新 1

年生のためにレシピをまとめよう。 

博士のカップ 2杯で大カップ 1杯，大

カップを使った仲間のレシピも比べ

られた。これをレシピにまとめよう。 

遊び博士の調合と自分たちの調合を比較するには，水と洗剤の基準量となるカッ

プを同じものにして数値化すればよいことを理解し，新 1 年生のためにレシピに

まとめようと意欲を高めてくる。 

T４ 新 1年生のために，自分たちのレシピをカードにまとめよう。 

洗剤と水が何杯かをカードにまとめ

ることができた。お客を呼んでシャボ

ン玉を紹介したい。 

レシピに，同じカップを使うと，何度

でも同じ液ができると書いた。シャボ

ン玉パーティーをやってみたい。 

ねらいに合うシャボン玉レシピを作ることができ，お客を呼んでシャボン玉を紹

介したいと意欲を高めていく。 

＜子供のスタートの意識＞ 

より大きなシャボン玉ができ

るシャボン液を考えよう。 

 

 

・大 4dL,中 1dLカップを利用 

・液を再現するため基準となる

カップを選び，数値化しよう

と見通しをもつ場の設定 

 

 

 

・水と洗剤の基準量を決め，調

合を試す活動の組織 

※博士のレシピを 2dLカップで

紹介し，「博士のカップは洗

剤 1 杯，みんなは中カップ 2

杯，同じレシピはないのか」

と問い，事象を数学化する。 

・2ｄLカップと，１dL・４dLと

を比較して同じ調合がある

か話し合う活動の組織 

評：ねらいに合うシャボン液と

なるよう基準量を決めて数値

化しているか評価 

<活動の様子，記録シート> 

・自分たちのレシピをカードに

まとめる場の設定 

評：2ｄLカップの液量を，１dL・

４dL マスで数値化できること

が説明できているか評価 

<レシピブックの記述> 

 


